平成 20 年度

みてみよう町の仕事 Part.1

今年度は第４次扶桑町総合計画（平成 20 年度〜 29 年度）がスタートする年です。平成 20 年度
の予算編成に当たっては、その目標達成に向け、総合計画のまちづくり重点施策である 4 つの戦略
プラン「１．夢と笑顔あふれるまちづくり」「２．温かいまちづくり」「３．開かれたまちづくり」
「４．健全なまちづくり」に基づく事業への予算配分に努め、限られた財源の中で最大
の効果を上げられるよう、事務事業の見直しと併せ、予算の編成を行いました。そこで、
今月と来月の２回に分けて、各重点施策の主な事業について、その内容や予算額をお
知らせします。
町の花

第 4 次扶桑町総合計画の策定

ひまわり

総務部政策調整課

◆第 4 次扶桑町総合計画策定事業

事業費

4,830 千円

総合計画の冊子を作成します。またダイジェスト版も作成し、広報ふそう６月号とともに各家庭にお届けし
ます。

戦略プラン１．
夢と笑顔あふれるまちづくり 〜やさしさ・やすらぎ・支え合いのあるまちに〜
子育て支援の充実
◆次世代育成支援行動計画策定事業

新規

健康福祉部福祉児童課
事業費

1,936 千円

未来を担う子どもと子育て家庭を支援するための計画である次世代育成支援行動計画（平成 17 年度〜 26
年度）について、平成 21 年度の計画見直しの準備として、実態調査を行います。

◆病児病後児保育支援事業

健康福祉部福祉児童課

新規

事業費

1,027 千円

病児病後児保育実施機関に対し、大口町と共同で負担金を支出し、子育て支援の充実に努めます。

◆延長保育料の徴収

健康福祉部福祉児童課

新規

受益者負担の公平の原則から、新たに延長保育料を徴収します。

健康福祉部住民課

◆子ども医療費支給事業《拡充》

事業費

160,025 千円

通院については小学校卒業まで、入院については中学校卒業まで、対象を拡大します。

健康福祉部福祉児童課

◆児童遊園整備事業

事業費

14,377 千円

遊具設置および修繕を行うとともに、下水道接続による水洗トイレ化を 8 か所の児童遊園で行います。

健康福祉部福祉児童課

◆地域子育て支援センター事業

事業費

8,412 千円

遊具等を充実し、交流の場や遊び場の提供など、子育て支援の推進を図ります。実施保育園は、高雄保育園
と斎藤保育園の 2 か所です。
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健康福祉部福祉児童課

◆遺児手当等支給事業 ( 縮小 )

事業費

13,695 千円

愛知県遺児手当に準じた所得制限を導入します。また、遺児入所・入進学等扶助を廃止します。
（平成１９年度予算額１４，
９９０千円）

子どもの健全育成
◆放課後子ども教室推進事業

教育委員会生涯学習課

新規

事業費

4,306 千円

柏森小学校において「放課後子ども広場」を開設し、放課後の子どもの安全・安心な活動場所の確保に努め
ます。他の小学校においても、来年度以降開設を目指します。

学校教育の充実
◆学校教育指導員の設置

教育委員会学校教育課

新規

事業費

1,868 千円

各学校との連携をさらに密にし、学校教育を円滑に推進するため、学校教育指導員を１名配置します。

◆学校教育研究事業

教育委員会学校教育課

新規

事業費

429 千円

山名小学校において豊かな体験活動を通して学校教育のあり方を研究します。

◆あいち・出会いと体験の道場推進事業

新規

教育委員会学校教育課
事業費

400 千円

扶桑中学校・扶桑北中学校において、職場体験を通して、社会の成り立ちについての理解や働くことの意義、
責任感等を身につけるための事業を行います。

◆小中学校教員補助者派遣事業《拡充》

教育委員会学校教育課
事業費

33,128 千円

少人数教育を行うための少人数指導者を小中学校に配置します。また、特別に支援の必要な児童が在籍する
クラスに配置している特別支援員を、今年度より中学校においても新たに配置します。

教育委員会学校教育課

◆情報教育推進事業

事業費

49,791 千円

小中学校において機器の更新を行い、インターネットを含めた情報教育を推進します。

教育委員会学校教育課

◆外国人講師 ( ＡＬＴ ) 派遣事業

事業費

4,708 千円

小中学校において、外国人講師による生きた英語を直接学ばせ、国際感覚の習得を目指します。

教育委員会学校教育課

◆国際理解教育推進事業

事業費

662 千円

昨年度に続き、高雄小学校において英語活動等国際理解活動推進事業を行います。

教育施設環境の整備
◆学校給食共同調理場建設等検討委員会の設置

教育委員会学校教育課
事業費

施設の老朽化に伴い、委員会で学校給食の実施方法について研究を進めます。
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148 千円

教育委員会生涯学習課

◆中央公民館改修事業

事業費

35,815 千円

施設の老朽化のため外壁及び屋上防水等の改修を行います。

教育委員会生涯学習課

◆学習等供用施設整備事業

事業費

24,091 千円

高雄西学供の空調設備の改修を行います。

教育委員会生涯学習課

◆総合体育館改修事業

事業費

69,823 千円

館内の空調・照明・自動火災報知設備等改修、サブアリーナ等床修繕などを行います。

健康づくり
◆特定健康診査・特定保健指導事業（国民健康保険）

新規

健康福祉部住民課
事業費

35,205 千円

基本健康診査に代わり、特定健康診査・特定保健指導事業を行い、生活習慣病の有病者・予備群の減少に努
めます。

◆麻しん・風しん予防接種（追加接種）事業

新規

健康福祉部介護健康課
事業費

7,003 千円

13 歳・18 歳を対象に、麻しん・風しんの予防接種を新たに行い、疾病の発症・流行の予防に努めます。

健康福祉部介護健康課

◆母子保健事業《拡充》

事業費

31,125 千円

新たに妊婦歯科検診を行うほか、妊婦乳児健診・乳幼児健診・こんにちは赤ちゃん事業・一般不妊治療費扶
助等を実施します。

医療支援
◆後期高齢者医療事業

健康福祉部住民課

新規

事業費

280,924 千円

老人保健に代わり平成 20 年度から後期高齢者医療制度を開始します。

◆尾北看護専門学校運営費補助事業《拡充》

健康福祉部介護健康課
事業費

2,782 千円

平成 21 年度から 3 年課程（全日制）へ課程変更するため、その準備費を補助し、地域に根ざした看護師養
成を図ります。

健康福祉部住民課

◆障害者等医療費支給事業

事業費

64,204 千円

身体障害者・知的障害者・精神障害者への医療費扶助を行います。

高齢者生きがいづくり
◆高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会の設置 新規

健康福祉部介護健康課
事業費

39 千円

民生委員・医師・人権擁護委員等８名で協議会を組織し、高齢者虐待の予防と早期発見・早期対応、再発防
止を図り、高齢者の人権擁護に努めます。
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◆成年後見制度利用支援事業

健康福祉部介護健康課

新規

事業費

84 千円

身寄りのない高齢者が成年後見制度を利用するため町長が申し立てを行う場合、成年後見人等への報酬を助
成します。

健康福祉部介護健康課

◆宅老事業《拡充》

事業費

6,742 千円

高齢者の生きがいづくりを目指し、地域が主体となって活動する宅老を計画的に増やしていくために、嘱託
職員を１名増員し推進します。

健康福祉部介護健康課

◆タクシー料金助成事業《拡充》

事業費

14,543 千円

タクシーチケットの基本交付枚数を 36 枚とし、80 歳以上の介護認定者にはさらに 24 枚を交付します。また、
新たに、40 歳から 79 歳の介護認定者にもタクシーチケット 36 枚を交付します。

健康福祉部介護健康課

◆介護予防施策事業

事業費

26,280 千円

支援の必要な高齢者を把握するための基本チェック・生活機能評価等を実施するとともに、デイサービスや
転倒予防教室を実施します。

◆在宅ねたきり老人等介護手当支給事業（縮小）

健康福祉部介護健康課
事業費

8,480 千円

支給要件を見直し、対象を要介護 2 〜 5 の介護者から要介護 3 〜 5 の介護者に変更します。
（平成 19 年度予算額 10,920 千円）

障害者自立支援
◆障害福祉計画策定事業 新規

健康福祉部福祉児童課
事業費

2,823 千円

障害者自立支援法に基づいた福祉サービス等を確保するため、
第 2 期障害福祉計画
（平成 21 年度〜 23 年度）
を策定します。

健康福祉部福祉児童課

◆タクシー料金助成事業《拡充》

事業費

8,063 千円

タクシーチケット交付枚数を 36 枚とし、下肢・肢体・体幹の身体障害者についてはさらに 24 枚交付します。
また、身体障害者 1・2 級に 3・4 級を、知的障害者Ａ判定にＢ判定を加え、新たに精神障害者 1・2 級を追加し、
対象者の拡大をします。

◆障害者自立支援費支給事業《拡充》

健康福祉部福祉児童課
事業費

186,789 千円

障害者自立支援のための訪問車輌を購入し、施設訓練等支援費・介護給付費などの扶助と併せ、自立した日
常生活や社会生活を営むことができるよう、障害者の福祉の増進を図ります。

◆児童デイサービスセンター事業《拡充》

健康福祉部福祉児童課
事業費

15,787 千円

つくし学園において、物置・空調設備の設置およびトイレ改修工事を実施するとともに、療育態勢を充実し
ます。

◆心身障害者扶助料支給事業（縮小）

健康福祉部福祉児童課
事業費

41,906 千円

所得制限を導入し、支給要件を見直します。
（平成 19 年度予算額 44,586 千円）
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